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News Flash
英語サロン

　3月29日（火）と3月30日（水）、
英語サロンを行いました。29日
は川之江ふれあい交流センターで
ワードル（英語言葉遊びゲーム）
や四国中央市の花見場所について
話しました。30日は宗教、地理な
ど、幅広い会話をしました。２回
とも話が盛り上がり、35分があっ
という間で過ぎました。今後の英
語サロンのご参加、お待ちしてい
ます。

NEWS英会話①②
　3月 17日から 4月 21日まで、
NEWS英会話①と②を市民交流棟で
行いました。今回長くアメリカで暮
らしたことがあった 3人の参加者の
英語能力にとても驚きました。①で
は精進料理の健康利益、デジタルデ
トックス、最近作られた巨大クルー
ズ船について話しました。②はオス
カー賞、飛べるタクシー計画、シュ
リンクフレーション（実質値上げ）
について記事を読んで話しました。
新規参加者、継続参加者の皆さん、
今後のイベント参加をお待ちしてい　　
　　　　　　　ます。

世界のゲーム交流会
 4月 17日（日）、市民交流棟
で世界のゲーム交流会を行いま
した。アメリカ、ドイツ、マレー
シアのゲーム 5つを交代しなが
ら楽しみました。6ヵ国出身の
19人参加者が集まってゲーム交
流しました。マレーシアのお手
玉や豚サイコロゲームが得に人
気ありました。豚サイコロゲー
ムやヤッツイーを試してみたい
会員さんはどうぞお気軽に事務
局に声をかけて下さい。

②　ニュースフラッシュ、新ALTあいさつ 

Welcome, Johnathan
 Hello, my name is Johnathan Edward McMurray. 
I am twenty-five years old, and I am from Belfast in 
the United Kingdom. I arrived in Japan in November 
of 2021 to work as an ALT, and I am very excited to 
be here. I studied history both at home in the UK 
and abroad in Germany for four years, and recently 
graduated with a master’s degree in the subject. I 
have a great love for all things related to culture, 
particularly with regards to film. It is from this 
passion that my deep appreciation for Japan was 
cultivated. Since my teenage years I have loved 
watching movies from the likes of Akira Kurosawa, 
Masaki Kobayashi, and Yasujirō Ozu. The
exploration of these works stirred in me a great 
desire to learn more about Japan. As such I have a 
deep respect for the storied, complicated, and highly 
engaging cultural chronology of this warm, 
welcoming country. I am very happy and eager to be 
here, and I look forward to meeting you all, be you a 
local of Shikokuchuo or from further afield. One of 
my favourite things in life is meeting new people and 
making new friends, so please do not hesitate to get 
in touch and say hello! Bye for now. 

　こんにちは、私はジョナサン ・ エドワード ・ マックマレー
と申します。25 歳のイギリス ・ 北アイルランド連合王国
のベルファスト市出身です。ALT（外国人指導助手）と
して仕事するため昨年来日し、わくわくしています。4 年
間イギリスとドイツで歴史を勉強し、最近大学院も卒業し
ました。文化に関するすべてに興味があり、特に映画が
大好きです。映画への情熱から日本文化が好きになりま
した。学生時代から黒澤明、小林正樹、小津安二郎等
の映画鑑賞が大好きでした。この映画を見て日本につい
てもっと知りたくなりました。このように、おもてなしあふ
れる国の複雑で、そして魅力的な文化の歴史を尊敬して
います。ここに来られてとても嬉しく、四国中央市出身
者にも違う地域出身の会員にも、皆さんに会うことをうず
うずしています。人脈を広げることが人生の最高の楽し
みと思うので、どうぞ遠慮なく声をかけて連絡して下さい。
またね。



イベント情報•ダニエルからひとこと　③

Event  Info
♣ 状況により、イベントの中止や規模を縮小する場合があります。
♣ マスク着用など、感染症対策にご協力下さい。

ダニエルの料理教室①②③
　アメリカのデザートと言えば、パイ！今回はベリー。
そしてパイ生地を使うパイの仲間は美味しい卵料理のキッ
シュ。
　最初に令和 2年 2月に予定したパイ料理教室を感染予防
対策しながら行います。３回行いますので、平日イベント
参加可能の方は③をどうぞご検討お願いします。
　作った料理は持ち帰りになります。

日程：① 7月 2日（土）10：00～ 12：00
　　　② 7月 2日（土）14：00～ 16：00
　　　③ 7月 5日（火）10：00～ 12：00
場所：四国中央市保健センター２階　栄養指導室
講師：クルーズ・ダニエル（アメリカ・オレゴン州出身）
対象：高校生～
定員：各 6組（12名）（2名 1組で申し込んで下さい。）
参加費：会員 500 円、一般 1.000 円 / 人
締め切り：6月 2３日（木）

　オンラインの講座を実施します。会場が
遠い、時間が間に合わない等で講座に参加
できなかった人も一度オンラインで英語
を楽しんでみませんか？
日程：6月 21日（火）
時間：14:15 ～ 15:00
定員：5名
講師：クルーズ・ダニエル（市CIR）
参加費：無料
ただし、参加にかかる費用（通信費等）は
自己負担になります。
対象：中級～
申込締切：6月 17日（金）
メールもしくはHPにて、メールアドレス、
お名前を記入のうえ申し込んで下さい。

日本とベトナム      
　四国中央市に在住の外国人の中、一番多い国籍はベトナム
です。日本とベトナムの言語や文化は違いますが、意外な共通
点がたくさんあります。

          統計を見ると：
　　　　　　　               日本　　　　　　　　　　　　ベトナム
人口　　　　　世界 11 位（126,476,461）　　世界 15 位（97,338,579）
面積　　　　　364,555 ㎢　　　　　　　　　310,070 ㎢
平均年齢　　　48 歳　　　　　　　　　　　  32 歳
　　　　　　　　　　　※ 2020 年国連人口部門より

多くの日本語の単語の発音はベトナム語と
似ています。  
Hán Việt ngữ ( 漢越語 )
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　カジュアルな英語サロンを三島と川之江で開催します。
近くの方、参加をお待ちしています。
日程：6月 28日　川之江ふれあい交流センター　会議室１
　　　6月 29日　市民交流棟 1階多目的室 3
時間：14：00～ 14：35
定員：4名
講師：クルーズ・ダニエル（市CIR）
対象：初級～上級
参加費：無料

Let’s Talk オンライン

英語サロン（会員限定）
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総会
　５月１４日 (土 )に SIFA総会が川之江ふれあい交流セン
ターで開催されました。総会は３年ぶりに対面で行い、昨
年度の事業報告や令和４年度の新しい事業について説明し
ました。バイリンガルビンゴ大会では多半数の参加者がリー
チになり、３名が豪華賞品をGETしました。皆さんのご参加、
ありがとうございました。

令和４年度総会議事　以下、議案の通
り可決承諾されました。

議案第１号　令和３年度　事業報告について
議案第２号　令和３年度　決算報告について
議案第３号　令和４年度　事業計画について
議案第４号　令和４年度　収支予算について
議案第５号　理事及び会計監事の選任について
議案第６号　役員選任について

　令和４年は皆さんが国際理解や外国人と交流できるよ
うな事業を計画しています。今年もどうぞ宜しくお願い
します。

法人会員

アイネット株式会社
アイム株式会社
旭調木株式会社
有限会社アーバンホームズ
株式会社アルファ・プランニング
イトマン株式会社
井原工業株式会社
株式会社今村紙工
エノキパルプ鉄工株式会社
エヒメ紙工株式会社
愛媛大東株式会社
大髙製紙株式会社
株式会社大西建設
株式会社オーブン
岡田電機株式会社
カクケイ株式会社
有限会社果山園
医療法人加地医院
カナエ紙工株式会社
カミ商事株式会社
川上板金工業所株式会社
川之江造機株式会社
岸良一建築設計事務所
協和紙工株式会社
有限会社熊野養鶏
医療法人健康会
株式会社高栄製作所
合鹿製紙有限会社
株式会社ゴウダ
佐々木紙工株式会社

④　総会

サトー産業株式会社
三合商事株式会社
三星道路株式会社
学校法人四国音楽学院
株式会社四国中央エステート
社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会
公益財団法人四国中央市スポーツ協会
四国テクノ株式会社
ジャストホーム株式会社
シンワ株式会社
淳製紙株式会社
株式会社スギウラ
税理士法人鈴木会計
株式会社瀬戸内組
大王製紙株式会社
大黒工業株式会社
大富士製紙株式会社
株式会社瀧本鉄工建設
株式会社中央ステンレス
株式会社中央不動産
遠山産業株式会社
戸田汽船株式会社
株式会社豊岡製作所
有限会社豊岡農場
トーヨー・ロジテック株式会社
有限会社中西電気商会
西日本鑿泉株式会社
日新ハウジング株式会社
尾藤建設株式会社
社会福祉法人福寿会

福助工業株式会社
株式会社フロントエンド
星高製紙株式会社
丸石製紙株式会社
三木特種製紙株式会社
三島運輸株式会社
三島工業株式会社
株式会社三島照栄
有限会社明和紙工
株式会社モリオト
山下工機株式会社
やまと印刷株式会社
山中商事株式会社
ユニ・チャーム株式会社
株式会社予州興業

団体会員

伊予三島ロータリークラブ
うま商工協同組合
愛媛県立三島高等学校
四国中央市ラグビーフットボール
協会
四国中央ユネスコ協会
瀬戸中央テック協同組合
生の音楽を聴く会
Four - Ｃ

敬称略 50 音順
令和 4 年 5 月 1 日現在　法人 ・
団体会員
－ご協力ありがとうございます



新旧担当課長あいさつ

高橋　博俊

　ＳＩＦＡ会員の皆様へ

　４月の人事異動により、政策部管理課へ異動することになりました。１年間と
いう短い間でありましたが、皆様から温かいご指導をいただき、心から感謝して
おります。

　在任中は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない状態が続き、
中学生海外派遣事業を初めとする数々のＳＩＦＡ事業の中止や縮小を余儀な
くされました。多くの交流の機会が失われたことは、とても残念でなりません。こ
のような状況のまま異動になったことは心残りでありますが、今は１日でも早く、
コロナ禍が収束、いえ終息して、交流事業が活発にできる日常が取り戻せること
を願うばかりです。

　今後は、一会員としてＳＩＦＡ事業に何か携わることができればと思ってい
ます。何卒、旧に変わらぬご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

西岡　孝文

SIFA　新任課長

　ウクライナ人道危機救援に対するご支援・ご協力ありがとうございまし
た。
　ウクライナ人道危機救援を皆様にお願いしましたところ、5月 16日現
在 44200 円が集まりました。当協会では、お預かりしたこの義援金を、
日本赤十字社に対して 5月 17日づけで送金いたしました。皆様からの温
かいご支援、ご協力をいただきまして本当にありがとうございました。ウ
クライナ各地では多くの市民が不安と緊張の中、生活しております。地域
振興課とボランティア市民活動センターで引き続き実施いたします。

議案第１号　令和３年度　事業報告について
議案第２号　令和３年度　決算報告について
議案第３号　令和４年度　事業計画について
議案第４号　令和４年度　収支予算について
議案第５号　理事及び会計監事の選任について
議案第６号　役員選任について

新旧担当課長あいさつ• ウクライナ募金　⑤

募金お礼報告

　４月から地域振興課長を拝命しました西岡孝文と申します。国際交流と聞
いて思い浮かぶことは、数年前に参加したカボチャのランタン作り、関心を持っ
た海外協力隊や日本語指導など。
　国内の観光地では、外国からの旅行者を見かける機会が、ずいぶん減りま
した。しかし、これから入国者数の上限が緩和され、外国からの受け入れが、
再開に向けて動き出そうとしています。
　以前に加えて、国際的な視野に立って多様な文化を受け入れ、多文化共生
社会の実現に向けて、生活する外国人に対する支援や効果的な取り組みをし
ていくことが大切だと再認識しています。
　数年前から流れてくるラジオ英会話の音声に、「我、関せず」雑音にしか聞
こえない日々が続いていましたが、引き継いだ朝礼での英語スピーチをきっ
かけに、ラジオ英会話を聞き始めました。
　注目の集まる英語スピーチを終えると、ねぎらいの言葉やうなずく姿に、
何か心地よい満足感を覚え、職場で程よい距離感を keep して、毎日が過ぎ
ていきます。
　いつか、役に立つ日が来ると思い、携帯から聞こえるラジコ音声に、早く
慣れていこう！　I 　We have to learn to walk before we run



太平洋岸北西部
　2010 年冬季オリンピックがブリティッシュコロンビア州バンクーバー市

グルメ：

　カナダの最西端のこの州で同じ日にカスケード山脈の山登りと海水浴もできる。
パンクーバー市の賑やかな中華町、グランビルマーケット、1889 年に作られたキャピラ
ノ吊り橋も大人気。

ブリティッシュコロンビア州

　ビクトリアのフィッシャーマンズワーフでフィッシュ ・ アンド ・ チップスでお腹がいっぱい
になる。デザートは伝統あるロジャーズ ・ チョコレート店。3 時のおやつはフェアモントエ
ンプレスホテルで。

オレゴン州
　薔薇の町 ・ ポートランドへ 6 月に行ったらポートランド ・ ローズ ・ フェスティバルのスター
ライトパレードやメインイベントのグランドフローラルパレード！ポートランド ・ シティ ・ グリー
ルは高層 35 階のレストランで、ランチを食べながら景色を眺める。
ポートランドの１時間東にフッド山が位置し、１年中野外活動（夏はハイキング、冬は
スキーとスノーボード）ができる。

　ポートランド市民がダウンタウンや近所で人気の屋台でバーベキューやメキシコ料理を
食べながらクラフトビールを飲むのが大好き。ワッフルウインドー（市内 3 店舗）に行け
ば色々な種類のベルギーワッフル（甘いものと甘くないもの両方ある）を注文できる。
　フッド山の歴史的建造物ティンバーライン ・ ロッジの食堂で朝食たべれば、
ティンバーライン ・ トースト！

ワシントン州

　太平洋岸北西部最大都市シアトルのパイクプレースマーケットではお土産、アート、食
べ物、スターバックスのオリジナルデザイン 1 号店。スペースニードル（塔）を登れば町
の鳥瞰図。
　野外散歩ならばワシントン州のオリンピック国立公園やレーニア国立公園、マウント ・
セント ・ へレンズ国立火山記念公園。

グルメ：

　レイズボートハウスでピュージェットサウンドの海岸線でシーフードを満喫。
　ベジタリアン式アジア料理はシアトルロータス（ベトナム料理）やタイ ・ オブ ・ ウェッジ
ウッドで味わえる。

で開催された時、 世界の目線が太平洋岸北西部に向きました。温帯雨林に囲まれた住
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会費のお振込み先
伊予銀行三島支店　普通　1596241　 
四国中央市国際交流協会　会長　合田勝一

ATMにて伊予銀のカードでお振込みの方は手数
料無料です。新規で、お振込みいただく方は事務局

に一度ご連絡ください。

お申し込み•お問い合わせ
四国中央市国際交流協会

地域振興課国際交流係　山川•仁野•クルーズ
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

ホームページ： www.sifaweb.org

みやすい町、独特な先住民文化、多くの観光客や移住者が地域に足を運んでいます。

フッド山

ブッシャルト • ガーデン
（バンクーバー島）


